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2015 －16年度　RI会長　K.R. “ラビ” ラビンドラン ／ Be a gift to the world

「我等の生業」

杉山　　直会員

10月6日（火）
クラブフォーラム
米山月間に因んで
卓話：Ms.Vo Thi Thu Thuy

9月29日（火）
夜間家族例会（お月見例会）
リトルワールドキャンプ報告
（ローターアクト会員、県立大学生）

月　日

9／1

9／8

9／15

会員数

30（30）

30（29）

30（29）

出席数

27名

22名

24名

欠席数

3名

7名

5名

メークアップ

－

－

－

改正出席率

90.00％

－

－

本日はゲスト卓話として静岡市企画局長の山本高匡さん
にお話を頂きます。楽しみにしています。宜しくお願い致します。
米山奨学生トゥイさんの故郷であるベトナムへの旅行に行か
れた方、如何でしたか。後日、旅行記を会員卓話で披露して
頂ければ幸いです。
先週は、温帯低気圧化した台風１７号がもたらした大雨が
北関東地方、東北地方などに甚大な被害を与えました。
ニュースに映し出された河川の氾濫と洪水の様子は、４年前
の東日本大震災のときの津波を彷彿させ、多くの方が自宅、
工場、商店など生活基盤を破壊されたようです。
被害者の中には私たちの仲間であるロータリアンがおられ

ると思います。被災地の中でも栃木県栃木市は私の母方の
祖母が生まれた所です。栃木市周辺のロータリークラブを
ちょっと調べてみたら、国際ロータリー第２５５０地区に属し、
同地区には９グループ（分区）、合計５１のロータリークラブが
あるようです。隣の茨城県にもその北の宮城県にも沢山の
ロータリークラブがあります。仲間のためにも、何らかの支援
活動を考えなければなりません。
日本は世界の中でもとびっきり治安が良く、生活インフラが
比較的備わり、経済的にもさほど悪くはないと考えられてい
ます。私たちはしばしば、安全、安心、保障などということばを
信仰し、通信網が格段に発達した中では希望する知識・情報
を自由に得られると錯覚し、緊張のない生活を送ります。
しかし、大きな災害が起きる度に、そうではないことに気が
付きます。考えてみれば、地球は自転しながら太陽の廻りを
回っています。私たちはその速度を肌身に感じませんが、
数字的にはとてつもないもので、そこから発せられる莫大な
エネルギーは地殻変動、気流、気候変動など地球環境の
大きな変化を絶えずもたらしています。世界中の科学者たち
の優秀な頭脳を以てこれらのメカニズムを相当程度に解明
し得ても、将来の変化までを的確に予測することは不可能に
近いのだと思われます。
山に登ります。山頂からの景色にしばし見とれますが、
他方、地球は大きな凹凸だらけの天体で、その内外部で人間
の能力を遙かに超えた変化が起きているのだと思います。
ここで物事に懐疑的になれとまで言う気は毛頭ありません
が、既成の概念に埋没せず、柔軟な思考を持ち、謙虚に
生きたいものだと考えた次第です。

本日の例会案内

次回のプログラム

（第1202回例会）

出席報告

司会進行 森崎　和敏幹事 会長挨拶 津田　　薫会長

開会点鐘 津田　　薫会長

ロータリーソング 石垣　徳夫会員

ビジター紹介 杉山　　直会員

2015年9月15日  ［火］　 第1201回例会　天候：　

満井　　義政様
佐藤　　嘉洋様
北崎　　　隆様
山本　　高匡様

RI第2620地区静岡第５分区

静 岡 西 R C
東 京 中 央 R C
ゲ ス ト 卓 話

ガバナー補佐
IM実行委員長

静岡市企画局長

幹事報告 森崎　和敏幹事

閉会点鐘 津田　　薫会長

おめでとう 森崎　和敏幹事

インターシティミーティングのご案内

スマイル 岸　　好子会員

SHIZUOKA  NORTH  ROTARY  CLUB  WEEKLY  BULLETIN

［担当：大橋（利）］

静岡西RC　佐藤　嘉洋IM実行委員長
・日時：2016年3月5日（土）　

インターシティミーティングのご案内
会場：ホテルセンチュリー静岡

■杉山　義郎会員
山本局長、公務お忙しい中、卓話に来て頂きまして、
ありがとうございます。宜しくお願い致します。
■杉山　　直会員
皆さん、ベトナム旅行、御苦労様でした。
3泊4日で3都市は少しハードでしたが、ホテルで迷っ
たり、毎回おいしい食事と楽しい旅でした。
皆様の御協力に感謝申し上げます。
■内田　英男会員
・10日からのベトナム旅行では、杉山直団長をはじめと
し、皆様方には大変お世話になり、楽しい旅が出来、
女房共々感謝申し上げます。
・満井ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。
御指導よろしくお願い致します。
■山田喜久子会員
ベトナム旅行では、杉山直様はじめ皆様方と楽しい
旅が出来ました。帰りは用件があり、一足お先に失礼
してしまい、申し訳ございません。
■吉田　空玄会員
ベトナム、ダナン、ハロン湾、楽しく行って参りました。
杉山直さん、ありがとう、ご苦労様でした。
アジアへ行く度にわが家にオリエンタルな備品が増え、
どことなく品がなくなるのが、如何なものかと思って
おります。
■小野田　貴会員　■成瀬　重夫会員
■戸﨑　博隆会員
先日ベトナムに行って参りました。
最高に楽しかったです。

メモリアルデー
結婚記念日／9月23日

9月24日
鈴木　　勉・智子さん
神谷とき江・正夫さん

「地方創生の取組について」

静岡市企画局長
山本　高匡様

静岡市入口ビジョン（中間案）について（概要）

入口ビジョンの目的
地域の持続的な発展のため、第3次静岡市総合計画に
掲げる「2025年に総人口70万人を維持」に向けて、本市の
人口の現状を分析し、人口減少をめぐる問題に関する市民
の認識の共有を目指すとともに、今後、本市が目指すべき
将来の方向（長期的な人口の将来展望）を提示する。

人口の現状
●国、県よりも20年早い1990年から人口減少が始まって
いる。

●年少人口、生産年齢人口は減少し、総人口に占める老年
人口の割合は高くなっていく。

●大学進学、就職に係る18歳から22歳の若者の転出が
目立ち、主な転出先は、東京圏となっている。

●女性は、ほぼ全年齢層にわたって、転出超過となっており、
主な転出先は、東京圏となっている。

人口減少が経済社会に与える影響
●生産年齢人口が減少し、産業の担い手である労働力が
不足する。

●消費の減少に伴い市場が縮小し、提供されるサービス等
が減り、生活が不便になる。

●地域社会の担い手が減少し、公共サービスに係る負担が
増加する。

人口減少対策の基本的視点
○自然増減については、子どもを2人以上持ちたいとする
若い世代の希望実現に取り組む。

○社会増減については、東京圏をターゲットとして、主に
若い女性の移住促進策と市内在住者の流出抑制策に
取り組む。

人口の将来展望
◆長期的な見通し（2040年）
2025年に総人口70万人の維持を達成した上で
人口 59万4千人（本市推計人口）

●合計特殊出生率　
　　2040年に2.07
　　（2015年1.40／2025年1.70／2030年1.80）
●社会移動　
　　1年当たり1,202人増
　　（2010年～2014年平均　年△424人）

人口 66万3千人（長期的な見通し）程度まで増加

・静岡鉄道（株） 常務取締役 田中尚弘氏が入会の
見込です。
・〈市内RC 10月例会変更〉

9日（金）

15日（木）

23日（金）

26日（月）

28日（水）

日 本 平

静 岡 東

日 本 平

静岡中央

静 岡 西

日　付 クラブ 場所／時間
ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

グランドホテル中島屋
17：00～18：00

ホテルセンチュリー静岡
11：30～12：30


